
2023年3月3日（金）ちゃんと 12

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191 《担当》
つのだ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 新車・中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円～ 

※試用期間1～6ヶ月/時給920円～
時　間▶ 10:00～19:00（実働8h）  

※休憩1h ※残業有
休　日▶ 4週8休、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、燃料手当、

交通費規定支給、車通勤可、カップ式飲
料機使い放題、社内禁煙、屋外喫煙所有

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3 株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

正社員
募集!

千歳 正 販売、軽整備

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191 《担当》
つのだ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 受付、洗車、送迎、 

車両管理、入力業務、他
資　格▶ 要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月185,000円～ 

※試用期間1～6ヶ月/時給970円～
時　間▶ 10:00～19:00（実働8h）  

※休憩1h ※残業有
休　日▶ 4週8休、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、交通費

規定支給、車通勤可、カップ式飲料機
使い放題、社内禁煙、屋外喫煙所有

正社員募集!!
千歳 正 レンタカー業務

ニコニコレンタカー
（株）プレデアス 千歳市東雲町5丁目7-3 

千歳東雲町店

急募 !! 土日祝勤務できる方

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ レンタカーの受付、事務、洗車等お手伝い 

※ 仕事を覚えて、もっと頑張りたい方は時給UP!
資　格▶ 経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 時給970～1,200円
時　間▶ 7:30～19:00の間で早番・中番・遅番シフト制 

※早番のみ、遅番のみもOK！ 
　1日4h程度の短時間も可  
※休憩1h ※残業有

勤　務▶ 週3日～ ※シフト制  
※土・日曜のみ・Wワーク等応相談

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤
可、カップ式飲料機使い放題、正社員登
用制度有、社内禁煙、屋外喫煙所有

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191 《担当》
つのだ

ニコニコレンタカー千歳市東雲町5丁目7-3 
千歳東雲町店

早番・遅番勤務できる方　シフトは自由に決められる！

1,200円時給

千歳 ア パ レンタカー業務

★ 子育て中のママさん 
フリーターさん大歓迎！

扶養内勤務OK！

★ 急募 !!  
土日祝勤務できる方  

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶校内の日常清掃
資　格▶ 車通勤可能な方 ※無料駐車場有 
時　間▶ 7:30～11:00 ※残業なし
給　与▶時給950円～　　勤　務▶ 月～金
休　日▶土日祝、季節休校に合わせてお休み有
待　遇▶  交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、賞与有、 

試用期間2ヶ月有、受動喫煙対策有
勤務先▶ 公立千歳科学技術大学（千歳市美々758-65）

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 新千歳空港国際線ターミナルビル内共用部の 

日常清掃
資　格▶学歴・年齢不問
時　間▶ 契/8:00～17:00、12:30～21:00　 

※休憩1h ※残業なし 
パ/8:00～21:00の間で要相談

給　与▶ 契/月157,500～168,000円 
パ/時給1,100円

休　日▶ 契/月9～10日　シフト制　パ/週1～5日勤務
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、試用期間

2ヶ月（同条件）室内に喫煙スペース有
勤務先▶ 新千歳空港国際線ターミナルビル

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 新千歳空港隣接の貨物ターミナル内の清掃全般、従

業員の送迎業務(社用車使用）
資　格▶64歳以下（定年雇い止めの為）、学歴・資格不問
時　間▶ 7:00～16:00　※休憩105分　※残業なし 

※パート応相談
給　与▶ 請/基本給月137,580円～+業務手当/月12,000円 

 +調整手当/月13,000円 
パ/時給1,000円

休　日▶請/4週7休　パ/週1～5日勤務
待　遇▶ 各社保完備、運転手当1,200円/回、賞与有、制服貸与
勤務先▶ 新千歳空港貨物ターミナルビル

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 見積書・報告書の作成（PC使用）、設備の巡回点

検や修繕工事立ち合い、簡易的な修繕対応、施
設内の巡回

資　格▶経験・資格不問、経験あれば尚可
時　間▶ 8:00～17:00、11:30～20:30 

※シフト制(実働8h)
給　与▶時給1,000円～　　勤　務▶月10日前後
待　遇▶ 社保完備、交通費全額支給、制服貸与、試用期間

2ヶ月(同条件)、屋内原則禁煙（一部喫煙室、屋
外喫煙場所有）

勤務先▶ 千歳ステーションプラザ(千歳市千代田町7丁目)

まずはお電話ください! 面接は勤務先で行います。

011-271-1749【札幌事業部】担当/佐藤

千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F）千 歳 営 業 所

 ① 清掃スタッフ （パート）  ③ 清掃スタッフ （契約・パート）

 ④ 清掃スタッフ （請負・パート）

 ② 複合商業施設の管理 （パート）

■許可番号 派01-300570

千歳 契 パ 他 清掃パ 複合商業施設の管理

送迎有

時　間▶ 8:00～17:00（実働8h）シフト制　 
※休憩1h

勤　務▶ 週2～5日シフト制（応相談）　 
※土日祝は出勤有

勤務先▶ 北広島市輪厚531-6（上り） 
北広島市輪厚522-7（下り）

共
通
項
目

輪厚PA（上り・下り）

北広島市役所から車で約15分 千歳市役所から車で約15分

キウスPA（上り・下り）

期　間▶～令和5年3月31日　※原則更新有
仕　事▶ トイレ、喫煙所、その他に園地や歩道部等の清掃 

※ キウスは道東自動車道・千歳東ICから社用車に乗り換えて、現地まで向かいます。 
業務開始・終了時の報告と日報作成にタブレット端末・スマホを使用します。

給　与▶時給1,000円（残業代別途支給）
資　格▶ 未経験者歓迎、要普免、車通勤可能な方　　休　日▶シフト制、週休2日以上
待　遇▶ 社保完備（時間による）、昇給有、有給休暇制度、交通費規定支給、制服貸与、年末年始 

特別出勤手当、人間ドック最大7万円補助、研修制度有、試用期間3ヶ月、受動喫煙対策有

時　間▶8:00～13:00（実働5h）シフト制　
勤　務▶ 週2～3日シフト制（応相談）　 

※土日祝は出勤有
勤務先▶ 千歳市中央852-33(上り) 

千歳市中央852-117(下り)

電話の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は北広島事業所で行います。 011-377-3807 担当/渡辺　 

受付/平日8:30～17:30

(株)ネクスコ・メンテナンス北海道 北広島事業所 北広島市大曲
並木1丁目1-1

千歳・その他 契 清掃

OK!

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶ 即日～長期
資　格▶ 土日勤務できる方歓迎、 

自力通勤できる方
給　与▶ 時給1,000円  

※22時以降/時給1,250円
時　間▶ 20:00～24:00（実働4h程度） 

※残業なし
勤　務▶週2日～ ★WワークOK
待　遇▶ 労災保険、週払い可、車通勤可、無料駐

車場完備、服装自由、受動喫煙対策有

WワークOK!
1,000円
★服装自由! ★週2日～OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

26-3570
080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月～金 9時～18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

千歳 ア 荷物の仕分け

期　間▶ 令和5年4月1日頃～11月末頃まで 
※勤務開始日はご相談に応じます。

給　与▶ 時給920円
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）、隣接

のスーパー銭湯の入浴無料、受動喫煙対策有
勤務先▶ ちとせインターゴルフクラブ 

（千歳市真々地3丁目1-1）

アルバイト募集!!
時　間▶ 8:00～12:00、9:00～13:00、 

13:00～17:00 ※残業なし
休　日▶ 週3日

❶フロント（アルバイト）

時　間▶ 11:00～15:00 ※残業なし
休　日▶ 週3～4日

❷レストランホールスタッフ（アルバイト）

❶❷共通項目

CHITOSE INTER GOLF CLUB
ちとせインターゴルフクラブ

千歳 ア フロント、ホール

電話またはホームページからご応募ください！

担当/吉田https://www.e-fujiya.com
0123-23-0893

山三ふじやグループ　千歳市末広1丁目4-8

期　間▶3月15日～5月31日
仕　事▶自転車の組立・整備
時　間▶ 9:00～21:00内の7hシフト 

※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,050円～　　
休　日▶シフト制（週休2～3日） ※相談可能　　
勤務先▶恵庭市

期　間▶長期
仕　事▶組立作業スタッフ
時　間▶  8:20～17:30  

※休憩70分、 
　残業月20h程度可能性有

給　与▶時給1,100円～　　
休　日▶ 日・祝（生産状況により土曜出勤の可能性有）　
勤務先▶千歳市

千歳・恵庭・他 派 組立・整備、製造・加工、組立作業、袋詰め

期　間▶長期
仕　事▶ソースの製造・加工
時　間▶ 9:00～17:00 ※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,007円～　
勤　務▶週4日～ ※応相談
休　日▶ 日曜・他　　
勤務先▶安平町

人気のお仕事

㈱アスクゲートノース
千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F

当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587

24時間受付OK！お気軽にお電話ください。
0120-172-642

履歴書不要、服装も自由。

求人説明会 9:00～12:00内のお好きな時間にお越しください。
お気軽にお問合せください！3/7火 恵庭市民会館 2F 小会議室

新着求人

期　間▶長期
仕　事▶パンの袋詰め
時　間▶  ①8:00～14:00（5.5h） 

②9:00～13:00（4h） 
③13:00～17:00(4h) 
※①～③ご希望の時間を教えてください。 
※休憩・残業なし

給　与▶時給968円～　　 
休　日▶ シフト制（週休2日）  

※①は週4日勤務～相談可能
勤務先▶恵庭市

短時間勤務
（扶養内可能）

短期のお仕事

待　遇▶ 各社保完備、日払い有（規定有）、 
受動喫煙対策有、送迎有

《共通項目》

看護師募集!!

まずはお電話の上、写真付履歴書をご郵送ください。

（医）三上内科呼吸器科クリニック
〒066-0021 千歳市東郊1丁目4-18 東郊メディカル1F

期　間▶雇用期間の定めなし、試用期間3ヶ月有
資　格▶ 看護師・准看護師免許、看護業務経験3年以上、 

59歳まで（定年年齢未満の募集・採用の為）
仕　事▶ 外来看護業務
給　与▶ 月22～25万円から ※資格、経験による
時　間▶ 月・火・水・金/9:00～18:30 ※休憩1.5h 

木・土/9:00～13:00 ※休憩なし 
※残業月0.5h程度

休　日▶日曜・祝日、他、月1土曜休、GW・お盆・年末年始
待　遇▶ 各社保完備、昇給実績有、交通費規定支給、 

車通勤可、無料駐車場有、制服貸与、屋内禁煙
★就業勤務開始日など、ご相談ください。

受付 
9～18時 0123-40-0350

千歳 正 看護師

ご相談ご要望お問い合わせください
勤務開始日

期　間▶採用日～3月末まで ※その後1年毎の更新
勤務先▶ JR恵庭駅～島松駅、JR恵み野駅、JR新千歳

空港駅
仕　事▶ 駅舎内全般の清掃（男女・バリアフリートイ

レ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶ ①JR恵庭駅(島松駅含む) 8:10～15:10  

　※実働6h、休憩1h 
②JR恵み野駅 8:10～12:10 ※実働4h 
③JR新千歳空港駅 8:50～12:50  
※実働4h 
※①～③何れも残業の場合有 
　（0.5h程度/月）

給　与▶ 時給930円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休 ※シフト制、応相談
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、 

制服貸与、駅舎内禁煙

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃
スタッフ募集!
★女性活躍中! ★勤務先多数!

千歳・恵庭 パ 清掃

期　間▶ 入社希望日～4月末まで 
（5月～翌年4月の1年契約更新）

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
仕　事▶ 新車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機がけや、

シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制（年間所定休日108日） 

★GW・お盆・年末年始の長期連休有  
★シフト応相談

時　間▶ 9:00～17:00 （休憩1h、繁忙期により残業有）
※時短勤務可

給　与▶ 時給970円～ 
（1日7h×970円×22日＝149,380円）

資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）、 
65歳未満（定年雇い止めのため）

待　遇▶ 車通勤可、無料P有、交通費当社規定支給、社会
保険完備、作業服貸与、有給休暇有、能力に応じ
て昇給有、施設内禁煙

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
担当/ 三浦・傳法(デンポウ)0123-47-8000

増員募集!!
簡単作業!

扶養内OK！

未経験者歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

新車洗浄ライン

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ デイサービス利用者の生活相談全般、介護、送迎、 

計画作成・請求等の業務
資　格▶ 社会福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事任用資格

のいずれか必須
時　間▶ 8:00～17:00、8:30～17:30  

※休憩1h、残業月/0～10h
給　与▶月161,150～194,250円（職務手当込）
休　日▶週休2日制、年間120日
勤務先▶ 千歳市大和4丁目2番1号 

（やまとの里デイサービスセンター）

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 経管栄養の注入・軟膏の塗布、内服薬の管理、 

通院の付き添い等、オンコール有
資　格▶ 看護師必須、准看護師必須のいずれか必須
時　間▶ 7:00～18:30のうち実働8h(シフト制) 

※休憩1h、残業月/0～10h
給　与▶ 月173,400～212,750円（資格手当込） 

オンコール→勤務時間終了後、 
自宅待機⇒1千円/回(呼び出時は別途時給分支給)

休　日▶週休2日制、年間120日
勤務先▶ 千歳市大和4丁目2番1号 

（特別養護老人ホームやまとの里） 
千歳市富丘2丁目7番5号 
（特別養護老人ホーム暢寿園）

《共通項目》

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）

◆ 正職員 /生活相談員 ◆ 正職員 /看護師

 0123-49-6805

デイサービスの様子が見られます
imstagram  yamatods27

千歳 正 生活相談員、看護師

待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有、 
賞与年2回（3.4ヶ月）、退職金制度（共済会）、扶養、 
住宅・寒冷地手当、施設内禁煙

詳細は 
HPをご覧 
ください！

生活相談員
看護師
募集!


